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一般社団法人スピーチ・
コミュニケーション協会とは？

日本人がより豊かに人生を送り、グローバルに活躍するために必要な

スピーチ、コミュニケーションの技術を提供することを目的とし、

技術取得後、検定試験合格者には認定証を発行。

その中で、スピーチ・コミュニケーションの技術習得は

株式会社KEE‘Sへ全面業務委託をしており、

株式会社KEE’Sによるレッスン終了後の

検定試験資格・ディプロマの発行・試験の合否等の実施・管理を行う。

そして2020年、新たに講師育成プランが誕生。募集をスタートさせる。

※試験の結果は、登録講師・認定講師・不合格の３種となります。

株式会社KEE‘S 当協会



認定講師資格取得で実現すること

一般社団法人ＳＣＡ
講師認定

（当協会の名刺発行）
認定書の発行

フォローアップ
講師講座受講の割引利用

（１年間）

当協会の認定講師
としての活動

対象：登録講師合格者のみ

当協会のＨＰに
プロフィール掲載

対象：登録講師合格者のみ
（認定講師は店舗紹介として掲載）

当協会ブランド
（KEE‘Sのメソッド）テキスト

を使用した講座開講

（別途加盟料を頂き、ノウハウ提供）
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ＫＥＥ‘Ｓの提供価値

現役アナウンサー講師によるマンツーマンレッスン。ご自身の話し方改善を含む、“スピーチを
教える”ためのノウハウを基礎からお教えします。

600社5万人以上の受講実績があるメソッドをご提供

ご自身でのレッスン開講後のキャリア構築サポート

一般社団法人スピーチ・コミュニケーション協会のHPに、

講師紹介ページにて顔写真の掲載（登録講師）、

もしくは

全国レッスン受講可能教室として紹介（認定講師）
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講師試験 プログラムの種類

【対面レッスン講師】 【オンラインコミュニケーション講師】

『オンラインに特化』した講師プログラム

次世代のオンライン社会を見方にする！
コミュニケーション力アップを生徒様にお伝えできる
ことを目指すプログラムです。

『対面レッスンに特化』した講師プログラム

登録講師に合格された方には、企業研修を含む
対面レッスンのスキルを磨いていただくプログラムで
す。

※両方のスキルを習得されたい方は、追加講習にて（別途費用）習得していただけます。

登録講師 登録講師

認定講師 認定講師



講師試験【対面講師】スケジュール

STEP① STEP② STEP③

認定講師試験
（２時間）

応募受付

お振込み後
面談・審査あり

最終試験として、
模擬講義を行って
頂きます。

本社にて対面受講

認定講師

登録講師

技術習得①
（4回 又は 12回）

講師基礎②～⑥
（各３時間）

６時間のスピーチ
基本講座を、講義
方法と模擬講義で
各３時間行います。
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不合格
※追試制度ありTVアナウンサー出身の方・免除対象者は

【スピーチマスター】のみ受講

本社レッスンルームにて受講
（Skype・ZOOMでの受講可）



講師試験【オンラインレッスン講師】スケジュール

STEP① STEP② STEP③

認定講師試験
（２時間）

応募受付

お振込み後
面談・審査あり

最終試験として、
模擬講義を行って
頂きます。

WEB・対面 選択にてにて受講可能 本社にて対面受講

認定講師

登録講師

技術習得
（4回 又は 12回）

講師基礎
（各３時間）
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不合格
※追試制度ありTVアナウンサー出身の方・免除対象者は

【スピーチマスター】のみ受講

『オンラインに特化』した
６時間のスピーチ基本講座を、
講義方法と模擬講義で各３時間
行います。



受講の流れ
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（一般）
お問い合わせフォームよりお申込み

無料カウンセリング
スキルチェック

（コースの提示）

講座申込書の交わし
養成講座スタート

認定講師試験

合格者 ⇒ 認定授与
不合格者 ⇒ 再度試験受講

スピーチ・コミュニケーション協会
認定講師として開業、もしくは
当協会の講師として講師登録
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（一般・免除対象者）
KEE’S講師面接後のお申込み

当コースのお問い合わせ：https://speech-c.com/contact/

https://speech-c.com/contact/


育成講座カリキュラム（免除対象者）

受講日程は、ご希望にあわせて調整いたします。

STEP①

STEP②

STEP③

講師としての話し方

講師基礎②

模擬講師試験

• 発声・発音・滑舌
• 抑揚・強調・間
• ロジカルシンキング
• 緊張対策・スピーチパフォーマンス
※１～４回で合計６時間の講義をご受講下さい

• 全体の総まとめ
• 実際のレッスンさながらの状況で講師をして頂きます。

• ６時間スピーチベーシックテキスト講義法
• 指導者としての心構えと生徒様のニーズを知る
• 生徒様にご満足頂くために
• レッスンの構成（テキストの種類とコース内容）※ロールプレイング

90分×4回

３時間×4回
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育成講座カリキュラム（一般）

STEP①

STEP②

STEP③

講師としての話し方

講師基礎②

模擬講師試験

■スピーチ・マスターコース （初級 90分×4回）
■スピーチ・エキスパートコース （中級 90分×4回）
■スピーチ・プロフェッショナルコース（上級 90分×4回）

※全３コース資格取得を必須となります。

• 全体の総まとめ
• 実際のレッスンさながらの状況で講師をして頂きます。

90分×12回

３時間×4回
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受講日程は、ご希望にあわせて調整いたします。

• ６時間スピーチベーシックテキスト講義法
• 指導者としての心構えと生徒様のニーズを知る
• 生徒様にご満足頂くために
• レッスンの構成（テキストの種類とコース内容）※ロールプレイング



『登録講師』とは？

認定講師試験ご受講後、
合格者の中からスカウトさせて頂きます。
司会・キャスター経験者の方など、
多くご活躍頂けます！！

登録講師

認定書発行＆名刺の発行

一般社団法人ＳＣＡの登録講師として
マンツーマンレッスン・企業研修のご担当

一般社団法人
スピーチ・コミュニケーション協会のHP
『登録講師一覧』への掲載（顔写真・プロフィール）

KEE’S講師へのレベルアップ試験に挑戦可能
（登録講師 約１年半経験後）

11当コースのお問い合わせ：https://speech-c.com/contact/

https://speech-c.com/contact/


『認定講師（個人開業）』とは？

認定講師試験合格後、
ご自身でレッスンを開講して頂けます。
※合格後、別途 ライセンス料・年会費がかかります。

認定書発行＆名刺の発行

当ブランド・テキストを利用した講座開講
※別途加盟料をお支払い頂き、ノウハウ提供

一般社団法人
スピーチ・コミュニケーション協会のHP
『全国店舗一覧』への掲載

フォローアップ研修の割引利用

認定講師
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当コースのお問い合わせ：https://speech-c.com/contact/

https://speech-c.com/contact/


みずほ銀行 中目黒支店
普通 2206999

※ご自身のお手続きで、
一括でお支払い後、分割払いに変更頂ける

場合もございます。

ご受講料・お支払い方法

ご受講料
（一般）

• 20回分の受講料
• レッスンルーム使用料
• テキスト料
• 修了書発行料
• 認定試験料（追試2回まで）

※認定試験不合格の場合、3回目以降の追加試験料は1回10,000（税抜）となります。
※追加講座をご希望の場合は、４回受講料+認定試験（追試2回まで）95,000円（税抜き）となります。

745,000円（税別）

お振込み一括払い クレジットカード決済
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ご受講料
（免除対象者）

• 8回分の受講料
• レッスンルーム使用料
• テキスト料
• 修了書発行料
• 認定試験料（追試2回まで）

500,000円（税別）
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【登録講師】として登録
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・登録講師契約の交わし
（契約内容含め、カウンセリング）

【書類提出】

・HP掲載講師写真
・名刺使用写真等
・マイナンバー
・講師料入金口座

・共有システム、事務作業レクチャー
・シフト提出

・事務局より、
無料体験、レッスンが入り次第ご依頼。

（講師割振りは事務局にて）

・定期的に、新たなテキストの勉強会に参加
・教え方の悩み、生徒様の対応などに関する
ＳＣＡからのアドバイス

＊ご希望があればKEE’S講師への昇格試験もござ
います

・1年ごとに登録講師更新 面談実施
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【認定講師（個人開業）】の流れ

・認定講師契約の交わし

（契約内容含め、カウンセリング）

・初回ライセンス料30万円 ご納入
（翌年より更新費２万円/年）

・生徒様用テキスト等 発送
・HP店舗紹介用 情報の提出
・事務作業のレクチャー

・ご自身で話し方教室開業・研修受注

・月に１度 状況報告レポート提出

・教え方の悩み、生徒様に関する
ＳＣＡからのアドバイス

・定期的に
新たなテキストの勉強会に参加（別途費用）



『認定講師（個人開業）』の方への特典詳細

認定講師試験合格後、
ご自身でレッスンを開講して頂けます。
※合格後、別途 ライセンス料・年会費がかかります。

認定書発行＆名刺の発行

当ブランド・テキストを利用した講座開講
※別途加盟料をお支払い頂き、ノウハウ提供
初年度 30万円 ２年目以降２万円～

一般社団法人
スピーチ・コミュニケーション協会のHP
『全国店舗一覧』への掲載

フォローアップ研修の割引利用

認定講師
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事務局宛てにご連絡ください。
発行・発送をいたします（100枚単位）

・新たなテキストが発行された際のレクチャー
・テキストの不明点の質問回答
・定期的に行われる、スキルアップ研修への参加
※料金表は、別途認定後お渡しいたします。


